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日本の会社に入るには最低でも

N１合格と思っていましたが、

社会に出るとN１では足りない

ので意識して、勉強しています。

高いレベルの日本語力を身につ

けて欲しいと思います。

呉さん、在学中に頑張って

　おくべきことはなんですか？

呉さん、在学中に頑張って呉さん、在学中に頑張って

卒業生 INTERVIEW
How is your job ?

卒業生 INTERVIEW
How is your job ?

呉　林虎 

2016 年卒業生
株式会社 コンテック

さん
（写真左）

林　裕司 

2016 年卒業生
株式会社エネ・グリーン

さん

呂　昀融 
株式会社エネ・グリーン

さん
宮地　俊斉

株式会社 コンテック
代表取締役社長

さん
（写真右）

（下写真左）

（上・下写真右）

∞ ∞

在学中、留学生と接する機会が

たくさんあったので、後輩が外

国人でもまったく抵抗なく仕事

ができている。

いい環境だったと思います。

林さん、千葉日建での学生生活

　　　を振り返ってどうですか？

　　呉さんはどうして日本で働こうと思っ
　　たんですか？

　　中国で日本語に興味を持って勉強して
　　いましたが、日本に行かないと日本語
を必要とする機会がなかったため、留学し
てきました。来日してから、日本の建物が
とてもきれいで、自分でも設計してみたい
と思い千葉日建でお世話になりました。（呉）

　　千葉日建では、二級施工管理技士の学
　　科に合格するなど活躍していましたね。

　　施工管理の仕事をするには必要だと思
　　っていましたのでその時はとても嬉し
かったですね。今後は、もっと上の資格も
目指して行きたいと思っています。（呉）

　　卒業してコンテックさんに入ってもう、
　　3年が経過しようとしていますが、仕
事の調子はどうですか？

　　今は、老人ホームや幼稚園の建物を担
　　当していて、朝礼で 300 人くらいの前
で説明する機会もあってやりがいがありま
す。日本の老人ホームの設備は素晴らしい

　　林さん、まずはどんな仕事をしている
　　のか教えていただけますか？

　　主に分譲マンションなどの劣化診断を
　　行って、お客様に見積書を作成し、提
案する仕事をしています。現地にも行って、
外壁やバルコニー、集会室などの共用部に
ついて自分たちで劣化診断を行います（林）

　　来年で 4年目となりますが、後輩もで
　　きたみたいですね。後輩の呂さんにも
少し話を聞かせていただきたいと思います。
呂さんはどちらの出身で林先輩はやさしい
ですか？

　　台湾出身で、1年目です。林先輩は、
　　話しやすくてとてもいい先輩です。お
客様や取引先へのメールの確認もお願いす
ると快く教えていただけます。あと、わか
りにくい専門用語も簡単なものに例えて、
わかるまで教えてくれます。（呂）

　　千葉日建では留学生が多かったのでそ
　　こで慣れていましたから、なんの抵抗
もなく接することができています。（林）

　　千葉日建での環境が役に立っていてよ
　　かったです。2人の仕事の分担はどの
ようにしていますか？　
　
　　一緒に現地調査にも行きますが、呂く
　　んは、図面を描くのが主な仕事で、私
は、見積書などを作成しています。ずっと、
上司の一級建築士と 2年間ほど一対一で指
導してもらってきたんですが、その上司含
めて 3人のチームで何物件か担当していま
す。（林）

　　いままでの仕事で印象に残っているこ
　　とはなんですか？

　　震災の被害がある物件のときは大変で
　　したね。どう大変かというと、通常、
診断している劣化なのか、地震による被害
なのか判断するのに苦労しました。あと、
建具表がないときはこちらで判断するのは
とても困難ですし、現地調査と図面が違う
ことはよくあります。でも、仕事をやり遂
げた時は達成感がありますね。（林）

　　今後の目標を教えてください。

　　今は、上司が最終チェックを行ってい
　　ますが、その負担がもう少し減るよう
にもっと細やかに目利きができるようにな
りたいですし、建築士の資格も取っていき
たいと思います。（林）

　　最後に在学生やこれから千葉日建に入
　　る方に向けてアドバイスをお願いします。

　　図面はやっぱり描いた方がいいと思い
　　ます。CADでも手でもいいですけど、
描かないと覚えないですね。呂くんの図面
はとても綺麗で、日々の積み重ねですね。
あとは、建築事務の授業でエクセルやワー
ドを使って、とても役に立ちました。おす
すめの授業です。（林）

　　そう言っていただけるとこちらもとて
　　も嬉しく思います。今後どのような人
材になりそうですか？

　　5年後、10 年後がとても楽しみですね。
　　実直で、前向きなので、将来は、技術
者としてだけでなく、マネジメントにもチ
ャレンジしていって欲しい。なかなか地頭
がいい人は少ないので、工事のことだけで
なく、コンサルティングをするなど、職域
が広げていくのもいいと思う。私も今から
わくわくします。（宮地）

　　宮地社長、お忙しい中、ありがとうご
　　ざいました。では、最後に呉さんから
在学生やこれから千葉日建に入学する学生
たちへコメントをお願いします。

　　留学生のみなさんは、やはり日本語能
　　力ですね。N1でも足りません。日々学
習してほしいと思います。もし、機会があ
れば在学生のために、社会に出てからどう
なのか自分の経験などお話する場があれば
なと思います。（呉）　

それはぜひ、お願いしたいです。
　　　　　　　　　　　　　　　

ですね。とても勉強になっています。また、
いい環境の中で働いていると思います。評
価の基準もはっきりしていて目標が立てや
すいです。入社当時、富士での研修がある
んですが、そこで 6人部屋に泊まり日本人
ばかりの中で生活しました。日本人の考え
方や生活を直に知ることとなり、協調して
いかないと思いました。また、2ケ月の研
修後、日本語も上達したと褒めてもらえて
やる気もでました。成長させてもらってい
ると思います。（呉）

　　卒業生の頑張りを聞くのが一番うれし
　　く思います。ここで宮地社長さんにも
呉さんの様子を教えていただきたいと思い
ます。第一印象からお聞きしたいのですが。

　　第一印象は、しっかりしてると思いま
　　したね。話もきちっとするし、苦労し
てきたのではと思いました。日本の建設業
界は、まだ特殊な環境だったりして、現代
とは少し合わない部分もあるけれど、うま
く馴染んでいると思います。また、日本語
がとても堪能ですね、やはりずっと努力し
てきているんだと思います。（宮地）
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（敬称略） お二人ともありがとうございました。（敬称略）
02卒業生 INTERVIEW01 卒業生 INTERVIEW



もうすぐ経験すると思いますが、

自分が関わってきた、案件で、実際

に建物や道路などができた時です。

どんな仕事でも一旦喜んで引き受

けてください。

できないと思う仕事、意に沿わな

い仕事には、自分を磨き、強くす

る力があるからです。

林さん、やりがいを感じる

　　　　　　ときはいつですか？

　　王さん、これから就職する在学生に

　　　向けてメッセージをお願いします。

　　王さん、これから就職する在学生に　　王さん、これから就職する在学生に

卒業生 INTERVIEW
How is your job ?

林さん、やりがいを感じる

卒業生 INTERVIEW
How is your job ?

　王　燕 

2018 年卒業生

株式会社 オンレイ

さん 林　能輝

2015年卒業生
株式会社四門　

補償部 用地調査課 主任　

さん

祝　金超 さん宮坂　洋一

株式会社 オンレイ
代表取締役　副社長

さん

∞∞
2018年卒業生
株式会社四門 補償部 補償課　

（写真右）

（写真左）

　　宮坂副社長、新入社員の王燕さんの働
　　きぶりはどうでしょうか？

　　入社から半年以上経って会社にも随分慣れた
　　と思 います。就職面接のころは、日本語能力
が入社にはぎりぎりかもしれないと思っていまし
たが、専門用語も含めてわからないところはどん
どん質問をしてくるし、すごく日本語が上達した
と思います。仕事もはやくて、次の仕事ください
と言ってくる時があります。中国から来てるだけ
あって覚悟してるなと感じます。（宮坂）

　　仕事だけでなく、趣味のことを話してくださ
　　ったり、すごく真剣にみなさん仕事をしてい
るけれどたまに笑いが起こるこの雰囲気がとても
いいと思います。馴染むようにやさしく接して頂
き、恵まれています。（王）

　　王さん、難しい仕事もあると思います
　　が、大変ですか？

　　すっかり馴染んでるのが雰囲気で伝わ
　　って来ますね。

　　設備設計の会社で、学校ではそこまで深く
　　学ばなかったので確かに専門のことはまだ
まだわからないこともたくさんあって大変に感
じることもあります。でも、丁寧にわかるまで
指導をしてくださり、こんなにサポートしてくれ
るので、それに答えていけたらと思います（王）
　　
　　宮坂副社長、王さんを採用した決め手は何で
　　しょうか？

　　最初の印象は、ハキハキしていて快活
　　な感じでしたね。説明会で他の学生に
覇気がなく、王さんがいいと思いました。
本当にすっかり慣れてちゃんと、質問もし
てくるし、冗談も言いますし、よかったと
思います。（宮坂）

　　二人の仕事内容について簡単に教えていた
　　だけますか？
　　
　　私は、測量をしています。土地と土地の境
　　界線が決まったら測量をして土地の面積を
だします。来年で 5年目に入り今年から後輩が
できました。一緒に現地に行くときもあり、知
っていることはできるだけ伝えるようにしてい
ます。（林）

　　私の部署では、例えば国から道路拡張の話
　　があってその範囲が決定したあと、その土
地の上にある、動産、工作物、建物などの補償
額を決める、そして補償額が決まれば地権者の
方に交渉します。1年目ということもあり業務
を覚えているところです。（祝）

　　一緒に仕事をすることはありますか？

　　部署がちがうので一緒になることは少ない、
　　ただ現地での立ち合いの時は、人でが必要
なので一緒になることがあります。その時は、
いろいろ仕事の話をします。（林）

　　林さんの一年目はどうでしたか？

　　私のパターンからいくと日本語能力でし
　　ょうね。日常会話ができても、会社に入
ると違いますから、いつも意識してちゃんと
した日本語を使えるようにしたいですね。同
じ留学生の方には頑張ってほしいです。（祝）

お二人ともありがとうございました。（敬称略）　　

　　初年度は、エクセルとか機械の操作とか覚
　　えることばかりでしたね。それから、ステ
ップアップするために、自分の中での課題は、
毎年変化していると思います。例えば、今年だ
と法務局の資料と現地との資料を重ねあわせて
CADで調整するというのがあって、言葉では簡
単でも一人前になってこないとなかなか完成で
きないのでそれができるようになってきたのは、
よかったですね。（林）

　　祝さんの課題はなんですか？

　　やはり、日本語能力ですね。なかなか、専
　　門的な言葉やビジネス用語が難しいところ
があります。でも、先輩や上司は、私ができる
ようになるためにすごく配慮をしてくれている
と思います。（祝）
　　
　　では最後に、在学生やこれから入学する方に
　　向けてメッセージをお願いします。

　　そうですね、学生の時はぜひ専門用語を覚えた
　　り、学校の勉強をしっかりとやった方がいいと
思います。その知識が会社に入ってからも活かされ
るのでぜひ頑張ってください。（林）
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　　留学生は初めての採用だったと思いま
　　すが、今後も採用するのはありでしょ
うか？

Q

　　最後に王さんの目標をひとつ教えてく
　　ださい。Q

A

A

　　それは、あると思います。やさしい国
　　民性の国の方がいいかなと考えていま
す。（宮坂）

A

　　  具体的な目標というわけではないです
　　が家族が建築関係の仕事をしていたり
するので、負けないように頑張って行きた
いと思います。（王）
　　
ご協力ありがとうございました。（敬称略）
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理事長からのメッセージ

学校長からのメッセージ

環境創造科、　

建築経営研究科 新設。

Message

　我が国の建築技術は広く輸出され、 その活躍を見る事が

できます。 地震大国日本の技術力は世界でもトップクラスと

いわれるほど、評価を得ており、物だけでなく人も流動化し、

多極分散的な時代に入ったと言えるでしょう。 技術者の移

動が活発化すれば、 世界規模で人材不足になります。 平

成 24 年度より千葉日建工科専門学校は、 これからの世界

の動きに対応すべく、 留学生の受け入れを開始しました。

近年、 アジアを中心とした多く方たちが自然災害による被

害を受けています。 新たに造られる建築物はどうすれば、

人々の暮らしを、 命を、 守ることができるのでしょうか。 日

本の技術や知識を世界に届ける事ができれば、 救えるもの

があるのではないかと信じてやみません。 本校では設計か

ら技術に関する知識まで徹底した教育により、人材の育成、

日本から世界へと建築士を排出していく思いでいます。 日

本国内の他、 中国を中心とした海外での就職にも力を入

れていく所存です。

坂井　久光

専門学校の役割とは

　現在、 建設業界は技術者を必要としています。 近年で

は新技術が投入され、 工法や材料などが次々と更新され

ており、 変化の早い時代となったと感じざるを得ません。

そんな中、 建築に携わっている私たちはどうでしょうか。 こ

の変化を捉え回答する事ができているでしょうか。 それとも、

流れに身をおいているだけでしょうか。 建築物は設計図を

基に施工されていますが、 完成するまでに多くの問題が起

こります。 では、 この問題を解決するために何が必要でしょ

うか。 私は 「技術者」 だと考えます。 知識だけでも、 経

験だけでもいけません。 この両方を持ち合わせてこそ技術

者なのです。 建設業の人材不足が解消されないまま、 復

興やオリンピックなど建築に関わるニュースを耳にします。

未来に日本の技術を伝えていく。 一人でも多くの技術者を

育てる。 その役割の一端を担うために専修学校教育がある

のだと信じています。 千葉日建工科専門学校は 「建築」

の専門学校として、 その教育理念を実現するべく努めてま

いります。

学校法人日建千葉学園 理事長

栗田　秀子

千葉日建工科専門学校 学校長

日本の建築を世界基準へ

New

New

新たな千葉日建で、

学びのフィールドを

ひろげよう。

2019 年 4月

学科ガイド学科ガイド 建築 CAD技術科

デザイン設計科

環境創造科

建築経営研究科

建築 CAD技術科

デザイン設計科

New

New

New

New

環境創造科

建築経営研究科

06学科ガイド05 理事長・学校長メッセージ



全日　2年コース

建築士が制定されてから６５年以上経ち、現在では、延べ 113 万人以上の一・二級及び木造建築士が登録され

ています。建築のプロフェッショナルである建築士は、建築物の設計、監理だけでなく、契約に関する事務、

工事の指導監督、建築物の調査・鑑定等に至るまで幅広く活躍の場があります。建築ＣＡＤ技術科では、この

ような仕事がしたいと考えている方々が、一人でも多く建築士免許を取得し、建築業界で活躍していただける

よう建築士試験に対応した授業を展開しています。教材にはオリジナルテキストを使用し、資格取得への基礎

学習を支援しています。２年後の夏には建築士試験に合格し、最年少建築士を目指しましょう。

イラストや写真、サンプルを使った、実際の現場やものをイメージできる授業。

CADや製図の実施科目は、複数の講師がサポートします。

学生のうちに CAD検定や施工管理の試験に合格可能。

１歩 1歩、確実に。　めざすは最年少建築士。　

建築 CAD技術科の特徴

授業科目

在学生インタビュー

学   科
ガイド
ChibaNikkenIsm

建築計画Ⅰ　　　　　建築入門
建築法規Ⅰ　　　　　環境工学
一般構造Ⅰ　　　　　環境福祉
構造力学Ⅰ　　　　　建築数理
建築施工Ⅰ　　　　　建築材料
建築製図Ⅰ　　　　　ＣＡＤ設計Ⅰ・Ⅱ

建築計画Ⅱ　　　　　建築史
建築法規Ⅱ　　　　　建築設備
一般構造Ⅱ　　　　　建築事務
構造力学Ⅱ　　　　　ＣＡＤ設計Ⅲ・Ⅳ
建築施工Ⅱ
建築製図Ⅱ

1 年次 2年次

建築 CAD技術科　2年　林　婷怡さん

　仲のいい友達と楽しく過ごしています。もう、気が付いたら 2年生で
２年間はとても短いと感じています。だから毎日毎日の学生生活を大切
にし、勉強は少し難しく感じることもありますが、自分なりに精一杯頑
張って後悔のない学生生活としたいと思います。

Q．学校生活はどうですか？

建築の知識を基本から学ぶ。
建築とは？を考えながら建築に
興味を持てる。

建築とＣＡＤ知識を学び、就職に
役立つ実習を行う。建築について
考えながら自分のスキルを上げる。

08学科ガイド07 学科ガイド



全日　2年コース

　建築物のデザインや設計に興味のある方、建築業界で仕事をしたい方は、専門的な知識や技術が大切です。
しかし、建築物のデザインは時代の流行とともに変化します。そのため、創造力や感性をブラッシュアップ
させつつ、実務的な能力を習得しなければなりません。デザイン設計科のカリキュラムは、技術とデザインを
バランス良く学び、実習を中心とした内容になっています。２年間、楽しくモノづくりしながら専門的な知識
も身につけ、ワンランク上がった自分として働いてみてはいかがでしょうか。皆さんのゼロからのスタートを、
しっかりサポートしていきます。ぜひ、本学科で建築入門してみてください。

デザインと技術をバランスよく学べる授業。

デッサンやスケッチを通じて感性を磨くことができる。

学生のうちに CAD検定や施工管理の試験に合格可能。

感性と創造力を育て、実務的能力を身につける。　

デザイン設計科の特徴

授業科目

在学生インタビュー

学   科
ガイド
ChibaNikkenIsm

建築入門　　　　　　住宅設計
環境設備　　　　　　住空間デザイン
建築構造Ⅰ　　　　　レンダリング技法Ⅰ
建築施工Ⅰ　　　　　ベーシックデザイン
CADⅠ　　　　　　　製図演習Ⅰ

建築事務　　　　　　空間造形
建築法規　　　　　　商空間デザイン
建築構造Ⅱ　　　　　レンダリング技法Ⅱ
建築施工Ⅱ　　　　　福祉住環境
CADⅡ　　　　　　　製図演習Ⅱ

1 年次 2年次

デザイン設計科　2年　ズーン　ヌット　ゼンさん

　ものづくりをしたり、PCを使って図面を描いたり、いままでにやった

ことがない経験をしていると思います。専門用語がたまにとても難しい

と感じることがありますが、残りの一年間もっと成長できるようにやり

切りたいと思います。

Q．学校の授業はどうですか？

建築とデザインに必要な知識を習得
し、デッサンやスケッチなど実際に
手を動かし、感性を磨く。

構造・計画など空間に関わる知識を
習得する。商空間・住空間・福祉に
ついて考えつつデザイン力をつける。

10学科ガイド09 学科ガイド



全日　2年コース

私たちの身の回りの世界は常に進展していくものです。
人は歴史の中で絶えず止まることなく、創造に向かって挑戦してきました。
身の回りの環境を形造り創造してきた、建築・デザイン・アートを広く総合的な芸術活動として捉え、
実技科目を幅広く学ぶとともに、建築専門科目の学習を通じて、一人ひとりが自らの豊かな表現力・
創造力・テクノロジースキル・コミュニケーション能力の育成と習得を目指すのが環境創造科です。

建築文化を総合芸術として位置付けた広い学習。

デザインも美術表現もその道のエキスパートがしっかり指導。

学期ごとのプレゼンテーション発表を通じ、発信力をつける。

２０１９年４月開設。

建築文化を総合芸術として位置付けた広い学習プラン

環境創造科の特徴

授業科目

第 1期生インタビュー

学   科
ガイド
ChibaNikkenIsm

環境工学Ⅰ　　　　　建築計画Ⅰ
構造力学　　　　　　一般構造Ⅰ
建築施工　　　　　　建築製図Ⅰ
CAD設計Ⅰ　　　　   造形論
基礎造形　　　　　　環境造形

環境工学Ⅱ　　　　　　建築計画Ⅱ
建築法規　　　　　　　一般構造Ⅱ
建築製図Ⅱ　　　　　　CAD設計Ⅱ
芸術論　　　　　　　　創造表現演習
環境表現演習

1 年次 2年次

環境創造科　1年　ドドバヤル　ズルサルさん

　小さいころからもともと絵を描いたりするのが好きで、芸術や、ものづくりを
する分野に興味がありました。今回、日本語学校の先生より千葉日建に新しい学
科ができたと聞き、情報を集めました。パソコンを使って絵を描いたり、いろん
なものづくりをする授業があると知り、ぜひやってみたいと思い、受験しました。

Q．なぜ環境創造科を志望しましたか？

NEW

芸術芸術
デザインデザイン 創造創造

建築建築
++ ++ ++

建築の知識・幅広い造形表現・デザイン
の基礎、および造形芸術の歴史と文化に
ついて学ぶ。

建築の応用知識の学習に加え、造形
表現、デザイン表現、環境・空間造形
の演習と制作を行う。

12学科ガイド11 学科ガイド



全日　1年コース

簡単に言いますと、高度な人材を育てる学科です。経営、建築の基礎知識を把握した上で、
より高度な研究をするための土台を作ります。将来的に、建築会社の経営をサポートできる
高度建築経営人材、また国際経営の場合は現地と本社の間をつなぐキーパーソンを育成する
学科です。

授業にゼミ形式を導入。プレゼンテーションを活用しコミュニケーション力を育成。

建築の専門知識と経営知識を合わせたカリキュラム。

1年コースなので「早く就職して活躍したい」方に向いています。

２０１９年４月開設。

建築” と “経営” という２本の柱の知識・ノウハウを習得

建築経営研究科の特徴

授業科目

第 1期生インタビュー

学   科
ガイド
ChibaNikkenIsm

建築経営研究科　1年　フォン　トゥイ　バンさん

　私は、2年間 CAD技術科で建築の勉強をしてきました。就職することも
考えましたが、経営の分野にも興味を持っていたので、もう少し知識を広
めてから社会にでようと思い、研究科を志望しました。建築の知識を深め、
経営という新たな分野を学び自分の視点を増やしていけるよう頑張ります。

Q．どんな一年間にしたいですか？

NEW

建築経営研究教科 建築経営実務教科

経営理論　　　　　　　　研究計画
技術英語　　　　　　　　建築構造
建築施工　　　　　　　　資格演習
国際経営ケース分析
建築士試験演習

CAD設計
設計製図

“Develop success from failure. 
discouragement and failure are two of
 the surest stepping stones to success.”

Dale Carnegie

建築・経営の基礎知識を学ぶ。
その上で、より高度な研究を
するための土台を作る。

建築の専門知識をもとに
製図・ＣＡＤの実践を行う。

14学科ガイド13 学科ガイド



進 路
相 談
ChibaNikkensupport

新日本建設株式会社

網代　清人　さん
建築CAD技術科　2019 卒

就職担当に聞く

　昨今の就職活動は、売り手市場ということもあり、実際
に本校への求人数も増加傾向で、企業側の動きも活発にな
ってきており、早い段階で学生たちに就職活動への意識づ
けを行うことが大切になってきています。
　そこで、本校では、一年生の後期より、外部の企業様を
招いて就職セミナーを実施し、履歴書の書き方やビジネス
マナーを学ぶ機会を設けたり、インターンシップへの参加
を促すなど、できるだけ早く学生たちが就職活動に対して
意識を持つように取り組んでいます。

　また、本校の特色として、留学生が多いことがあげられ
ますが、日本では、就職してからも外国人の従業員と一緒
に働く機会が増えており、その点を加味しますと、学生の
段階で、本校のように留学生と一緒に机を並べて学習でき
ることは、まずお互いを知る上でいい環境ができつつある
と考えられます。さらに、留学生に対しても日本人学生と
接することにより、日本語能力の向上が期待できます。実
際に企業様に、授業参観していただいた際には、留学生の
日本語能力についてお褒めの言葉を頂くことが多くなって
きました。
　また、2018 年度就職率についても一定の成果が出たと
考えておりますが、就職した学生たちには、学校の環境を
活かして急速に進むグローバル化に対応できる人材となっ
ていくことを願います。
　2019 年度は、継続してさまざまな角度から企業側へア
ピールし、就職セミナーやインターンシップなどを通じて、
企業側と連携し、早く社会に馴染めるような人材育成をす
る体制づくりをしていきたいと思います。
もし、本校に入学された際には、2年後の進路についてす
ぐに相談しに来てほしいと思います。少しずつ一緒に進め
て行きましょう。

進路指導部長　上野　智巳

数値でみる 2018 年度の進路実績

キャリアステップ

進路
就職
77％

進学
12％

その他
11％

業務 施工管理
56％

製造
15％

その他
14％

設計・CAD
5％

派遣
5％

施工
5％

業種 建築業
49％

その他
46％

土木業 1％

不動産
4％

1年次 2年次

3 ビジネスマナー
履歴書の書き方

4 企業研究・説明会参加

1 進路相談・調査

2 インターンシップ

志
望
進
路
決
定

選
考
試
験
・
面
接

就
職
内
定

企
業
研
修

進
学
希
望
者
入
試

   4 月から説明会へ参加したり、リクナビ登録

を始めました。着慣れないスーツで会社の方の

話を聞いたり、直接話すのは、最初とても緊張

しました。でも、必ず志望の職種に就けるよう

にチャレンジしようと思っていました。また、

就職担当の上野先生によく気にかけて頂き、何

社か説明会や面接に行ったり、さらに、夏休み

中には、施工関係の会社でインターンシップに

参加し、施工図の図面を描きました。とてもい

い経験になり、そこで担当していただいた方の

働きぶりも刺激になり就職活動を続けることが

できました。8月末ごろには、新日本建設の説

明会に参加し、9月に 2次面接、最終面接に進

み内定することができました。CAD検定や施工

管理の試験勉強も重なりこの一年間は時間に追

われたという印象です。でも、目標としていた

ことが達成できたので充実した学生生活を送れ

たと思います。これから就職活動を始めるみな

さんもつらい時期もあると思いますが、必ずい

いアドバイスをくれる人（先生や友人など）が

いるのであきらめずに頑張ってください。

どんな就職活動でしたか？

16進路相談15 進路相談



学生時代に取れるならチャレンジしたい就職活動のため

自分に自
信をつけ

るため

今の
レベ
ルを
知り
たい
から

2019 年卒、私たちはこんな資格を取りました。

専門だけでなく語学系もの資格も

資 格
取 得

二級施工管理技士・学科　2019 . 1合格　

2級CAD検定　2018 .  9合格　

日本語能力試験N1　2018 .  9合格　

2級CAD検定　2018 .  9合格　

宿　肖肖さん（建築CAD技術科）

二級施工管理技士・学科　2019 . 1合格　

商業施設士・補　2018  合格　 小型車両・フォークリフト免許取得　 普通自動車免許取得

網代　清人さん（建築CAD技術科）

ケ  シ  アムリトさん
　　　　　（建築 CAD技術科）

シェレスタ　ニテシュさん
　　　　　（建築 CAD技術科）

ジャルハリ　アプサラさん
　　　　　（建築 CAD技術科）

施工管理の仕事をする会社に内定が

決まっていましたので必ず合格する

という強い気持ちで挑みました。自

分でも毎日勉強しましたが、学校の

対策授業にも参加しました。わから

ない日本語を調べながらでどうなる

か心配でしたが、合格の知らせが来

たときは感無量でした。これからは

実務を積んで実施合格を目指したいと

思います。　

就職活動などで、本格的に勉強を始

めるのが遅くなり、とても焦って試

験対策に取り組んだのを覚えていま

す。仕事と直結する資格なのでひと

まず、学科は合格し、安心しました。

今後は、二級建築士の試験も視野に入れ、

入学した時、校長先生から、履歴書

の右側の資格欄に一つでも何か書け

るように学生生活を送ってください

というお話がありました。それが頭

にあり、もともとパソコンが得意で

したので CAD 検定を受けてみまし

た。アルバイトをしながら学校で練

習をするのが難しかったので自宅で

練習し、わからないところはまめに

先生に聞きました。ほんとうに合格

した時はとてもうれしかったです。

グェン  ティエン  ホアンさん
　　　　　 （デザイン設計科）

　全国建築ＣＡＤ連盟主催、
ＰＣ操作を駆使し、建築図面
を描くＣＡＤの技能検定。教
育機関以外に企業の方からも
推奨されている注目の民間
資格。年4回実施されており、
校内で受験することができます。

公益財団法人日本国際教育支援協

会と独立行政法人国際交流基金が

主催の、日本語を母語としない人

を対象に日本語能力を認定する検

定試験

建築 CAD検定

日本語能力試験

建築物の施工計画の作成や、
工程、品質、安全管理など
建設現場全体の統括を行い
ます。年 2回実施さており、
学科に合格すると士補に認
定されます。在学中に学科
を受験することができます。

二級施工管理技士

授業中に CAD を操作するうちに

とても興味を持ち、CAD 検定に

チャレンジしました。スピードを

あげるためにショートカットを覚

えました。実際の検定日には、余

裕を持って描き上げて、最後に十

分見直しをすることができ、合格

につながったと思います。建築関

係の仕事は CAD を使う機会が多い

ので、在学中に絶対取った方がいい

資格だと思います。

日本語を勉強し始めたときから、

ずっと目標としていた資格。目

標が達成されて本当に幸せです。

これで安心せず、日本語がネイ

ティブになるぐらいまで引き続

きがんばりたいと思います。留

学生のみなさんは就職しようと

思ったら本当に取った方がいい

資格だと思います。

社会に出て一人前の技術者になれるよう
に頑張っていきたいです。専門学校生活
は2年間ととても短いですが、狙える資
格の一つなのでぜひチャレンジしてほし
いと思います。　

ガウトモ  シガテル  ビシュヌ  マヤさん
　　　　　　（建築デザイン研究科）

タウフィック　ラムダンさん
　　　　　（デザイン設計科）

自動車運転免許商業施設士・補
　商業施設技術団体連合会主催、
店舗の運営管理、デザインなど、
商業施設の総合的な計画を行う
専門家の資格。

　　建設機械のうち機体重量が
３トン未満のものをいい、特別
教育修了で運転業務に就くこと
が出来ます。

　　説明不要の国家資格。千葉
日建は自動車教習所と法人契約
をし、免許取得をサポートして
います。

小型車両系建設機械

ChibaNikkensupport
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6月
か
ら
9月まで随時体験授業を行っています→【ｐ24】

Mar

First  Semester Second  SemesterFirst  Semester Second  Semester
Apr. to Sep. Oct. to Mar.

【就職ｐ15、ｐ16】

Feb

学 校
行 事
ChibaNikkenLife
2018.4-2019.3

9th 郊外研修

May

千
葉
県
佐
原

市
の川
下り
といちご狩りに行って

き

ま
し
た
。

Apr

Jun

DecJul

Jan

Aug

Sep Oct

Nov

健康診断

郊外研修

身長、 体重、 視力、 X 線。。。

企業による出張授業
第 2 回企業説明会
  （２年生・研究科対象）

第 3 回企業説明会
  （２年生・研究科対象）

スポーツ大会

（株）レオパレス 21 さん
によるマナー講座

1 年の授業終わりは
クリスマスパーティー

卒業生来校！
仕事の話など貴重な
アドバイスをして
いただきました。

 

第 1 回企業説明会
  （２年生・研究科対象）

2018 年度卒業式

校外研修

H
ap
p
y 
H
al
lo
we

en
有志
の学生たちで

trick or treat

少
し
早
め

の
卒業
旅行 in OKINAWA ( ク

ラ
ス
企
画
)

初
め
て
の

ス
キー
旅行 inNIIGATA ( ク

ラ
ス
企
画
)

は
じ
め
て
の
キ
ャ
ニ

オニ
ング in SHIZUO

KA
( ク
ラ
ス
企
画

)

夏休み前最後の登校日
みんなでそうめんを
食べてお疲れ様！

入学式

体験入学の様子
毎回、毎回ほぼ満席のご参加を頂きました。
2019 年の予定は【ｐ24】
をご確認ください。

検定合格に向け CAD 特訓！！
授業時間外や長期休暇中でも CAD 検定合格に向けて
特訓をしています。入学の際は、チャレンジ
してみてください。
【資格ｐ17、ｐ18】

　
　
　
　
　

　
プレ
カット工場見学会

第 4 回企業説明会
  （２年生・研究科対象）

第 5 回企業説明会
  （1 年生対象）

前期 後期

CURRY　CLUB

　
　
　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

10月よ
り入試

が始
まり
ます
。詳
しく

は別
紙
の
要
項
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。
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今日も一日おつかれさまでした！

＠chibanikken

いした

いした

スニ

いした スニ

スニ

最近、二人で放課後残ってよくパソコンやってますね。

二人とも楽しい学校生活を送っているということですが、
千葉日建生活も折り返し地点まできましたね。早いですね。

2年生はどんな一年間にしたいですか？

すごくやる気が伝わってきますね☺

そんな中、インタビューへのご協力ありがとうございます。
では、単刀直入に！千葉日建に入ってよかったですか？

千葉日建の環境が井下さんに少しでもプラスになってる
ようでよかったです。二人とも一年後が楽しみですね。
合格祈ってます！ CAD 検定の練習頑張ってください！！

ありがとうございます！

いした スニ

はい！がんばります！

最初は、留学生が多くてびっくりしました。やっていける
か少し不安になりました。でも、みんなとてもフレンドリ
ーで面白くて、旅行やパーティーを一緒に楽しむことがで
きてよかったです。きっと他の学校では経験できないと思
います。

よかったです。先生もまわりの友達もみんなやさしくて、
特に井下さんには、よくわからないところがあったときは
助けてもらっています。いつも楽しく勉強も遊びもできて
ると思います。

もっと勉強しないとなという気持ちとみんなで旅行したり
楽しいことしたいという気持ちでいっぱいです。
でも、大学に行くのが目標なので、日本語能力をもっと向上
させて、全体的にレベルアップしたいと思います。

いつもスニちゃんは意欲があって、私もいい影響を受けて
います。私は、就職を希望しています。CAD の授業がとても
面白く、CAD 関係の仕事に就けたらと思っています。なので
CAD 検定は本当に受かりたいです。
あと、千葉日建で留学生のみなさんと関わって色んな価値観
の人がいて新しい発見がいっぱいありました。これからは、
たくさんの角度から物事を見れるように違った価値観をもっ
と知っていきたいと思います。

二人とも楽しそう☺まだ渡してなかったランチ

の写真送ります。この写真も楽しそうですよね。

来月 CAD 検定があるんですよ。間に合うか不安で

いした

いした

スニ

スニ

本当に早いですよ！

学校ともだち（300） 学校ともだち（301）

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

21：00

22：00

23：00

7：00

24：00

ERIKO   ISHITA

建築 CAD技術科　2年

         井下　恵梨子 さん
（写真右）

SUNI　GE

建築 CAD技術科　2年

           葛　思妮　  さん
（写真左）

∞

同じクラスの井下さん、葛さんに一年生を終えてどんな学生生活だったのか、
残りの学生生活をどんな風に過ごしたいのか、インタビューをしました。

日 常
風 景
ChibaNikkenLife

千葉日建の授業はもちろん様々なイベントにも出席率ほぼ 100％の二人に
それぞれのランキング 1位を決めてもらいました。

千葉日建なんでもランキング 1位

【学校生活でビックリしたこと 1位】

The casual daily sceneryThe casual daily scenery

ある日の井下さんの一日ある日の葛さんの一日

起床　朝ごはんを作る、歯磨き、洗顔、着替え
コンビニでお昼ごはんを買って登校

授業スタート！

―授業中―

授業スタート！

―授業中―

授業スタート！

―授業中―

授業スタート！

―授業中―

起床　お弁当を作る　朝ごはん（ホットココア
、ハムサンド、ブルーベリーヨーグルト、りんご）
はみがき、洗顔、着替え　登校

お昼ごはん（野菜たっぷり唐揚げ弁当）お昼ごはん（酸辣湯麵、ジュース、フルーツ）

CADの特訓開始！！ CADの特訓開始！！

帰宅 アルバイト先へ

帰宅後、洗顔、歯磨き、ちょっと寝る、
アルバイト先へ

・・・・・・・・・・・・移動中・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・移動中・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・移動中・・・・・・・・・・・

コンビニで、アルバイト中 アイスクリーム屋さんで、アルバイト中

帰宅 帰宅

少し夜ごはんを食べて、家族や友達と
メール後、学校の準備をして就寝 ZZZ 食べ物を少しつまんで、就寝準備、就寝！

【楽しかったイベント 1位】

【印象深かった授業 1位】 【学校に一番望むこと 1位】【千葉で行きたい街 1位】

クリスマスパーティー 多国籍の留学生と仲良くなれた

建築製図

先生も友達もとてもやさしい
※それぞれ2位にはハロウィン仮装（井下さん）スポーツ大会（葛さん）

※二人とも図を描くのが好きみたいです

（井下さん）

（葛さん）

小湊鉄道の旅（菜の花を見たい） 教室以外の休憩スペース

鴨川シーワールド 図書館の本の増刷
（井下さん） （井下さん）

（葛さん） （葛さん）

・・・・・・・・・・・・移動中・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・移動中・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・移動中・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・移動中・・・・・・・・・・・

二人の最近のスケジュールを教えてもらいました。CAD検定前ということでなかなかタイトな日を送って
いるみたいです。

22日常風景21 日常風景



2019

chibanikken
open campus

2019

chibanikken
open campus

sat

Fri
8/2

sat
7/20

sat
9/21

Fri
8/23

sat
6/8

9/7
sat

①学校説明 ②体験授業（学科・入試・学費等） （模型体験・CAD体験等）③個別相談（希望者）

オープンキャンパスの流れ
10：00am～1時間 12：00ｐｍ～11：00am～1時間から 1時間半

楽しい講師陣がご説明させていただきます。 まったく初めてでも完成します。
ぜひ楽しんでいってください。

学校説明で質問し切れな
かったことや素朴な疑問
にもお答えします。

6月よりオープンキャンパスが始まります。毎回、ほぼ満席のご参加を頂いておりますので、
お早めにご予約することをお勧めします。教職員一同みなさまに会える日を楽しみにしております。

7/6

受付時間 / 9:00 - 17:00
0120-36-4149

FAX.043-241-1302

〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉 2-20-1
TEL.043-241-1300

≪体験入学に関するお問い合わせ・予約≫

http://cnp.ac.jp
ちばにっけん

セブンイレブン

中華
ガキ大将

西口ロータリー

東口ロータリー

北口ロータリー

ラーメン
頑々坊

1

2

アクセス
千葉日建工科専門学校

千葉日建までの交通アクセス
JR千葉駅JR千葉駅

京成千葉駅京成千葉駅

東
　
京

JR総武線快速　38分
9駅

西
船
橋

JR総武線　24分
9駅

成
　
田

JR成田線　31分
6駅

蘇
　
我

JR内・外房線　6分
2駅

船
　
橋

京成本線・千葉線　24分
10駅

勝
田
台

京成本線・千葉線　37分
13駅

JR
千
葉
駅

京
成
千
葉
駅

千葉駅西口改札を出て左にまっすぐ行くと
右手側にエスカレーターがあるので、1階
まで降りる。ドラックストアを右手にまっ
すぐ行くと、一階に中華屋さんが見えます。
中華屋さんの手前の細い道に入り線路沿い
をまっすぐ行くと千葉日建の建物が見えま
す。

JR千葉駅西口から徒歩4分

京成千葉駅西口改札を出て目の前の道
を JR千葉駅を右手にまっすぐ 200m
程行くと JR千葉駅西口のドラックスト
アが右手にあります。そのまままっす
ぐ少し行くと一階に中華屋さんが見え
ます。中華屋さんの手前の細い道に入
り線路沿いをまっすぐ行くと千葉日建
の建物が見えます。

京成千葉駅西口から徒歩8分

アクセスアクセスアクセスアクセスアクセス

住まいサポート住まいサポート住まいサポート住まいサポート住まいサポート住まいサポート住まいサポート住まいサポート住まいサポート住まいサポート住まいサポート住まいサポート住まいサポート住まいサポート住まいサポート住まいサポート住まいサポート住まいサポート住まいサポート

親元を離れて生活を始めるみなさんに
アパートの紹介も行っています。

キャンペーン期間中なら初期費用を
サービス、敷金・礼金ゼロの物件も
あります。

☆詳しい情報は学校までご連絡ください。

新富稲毛第2

☆京成稲毛駅徒歩7分の物件。学校までは約30分。自転車で通っている学生もいます。

24オープンキャンパス23 住まいサポート・アクセス
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